
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

＜直近の行事・研修会等予定一覧＞ 宮臨技関係 

開催日 行事名 

7月 20日 第 2回 臨床生理部門 生涯教育研修会 

8月 3日 第 3回 臨床生理部門 生涯教育研修会 

＊研修会の詳細および日臨技九州支部研修会、関連団体の  

研修会等は、勉強会のお知らせをご覧ください。 

 

●情報発信のペーパーレス化について（第 1 報） 

 これまで、「宮臨技会報」や「各種研修会のご案内」

などの情報は、紙媒体を中心に会員の皆様へお届けし

ていました。昨今の環境保護・SDGｓの観点から、ま

た、これまで以上に会員の皆様へ迅速で細やかな情報

発信を目指し、理事会で「宮臨技公式 LINE アカウン

ト」の作成・運用や一斉メールを利用した「宮臨技会

報」の個人配布を検討しております。詳細が決まり次

第、ご案内いたします。 

 また、情報配信に関するアンケートを実施します。

QR コードから入力いただき、希望の配信方法やご意見、

ご要望等をお知らせください。施設の連絡責任者の方

は、施設への配布手段について、職場での意見の取り

まとめもお願い致します。 

 

アンケート回答はこちらから  

 

 

 

 

    

 

〇タスクシフト/シェアに関する厚生労働大臣指定 

講習会について 

 Web研修は進んでいますか？ 

令和 6年 4月 1日前に臨床検査技師の免許を受けた

者及び同日前に臨床検査技師国家試験に合格した者で

あって同日以後に臨床検技師の免許を受けた者は、 

新たに業務範囲に追加された行為を行なうとするとき

は、あらかじめ、厚生労働大臣が指定する研修をうけ

なければならない、とされました。 

厚生労働大臣が指定する研修については、厚生労働省

で定められたカリキュラム（内容・時間）に準じ、 

Webを用いたオンデマンド方式での基礎研修 700分と

各都道府県技師会の協力のもとに都道府県単位で開催

する実技講習 360分から構成されます。 

厚生労働大臣指定講習会については、当該行為の現場

での実施の如何に関わらず、国家資格への業務追加で

あるため、既に資格を有しているすべての臨床検査技

師の修了が望まれますので、もれなく受講されますよ

うにお願いします。 

延期となった実技講習は日程を調整中ですが、講習

会会場の予定、また学会等の予定などがあり、具体的

な日程が決まっておりません。今のところ 9月までの

開催は難しい状況で、10月以降になる見込みです。お

待ちいただいている皆様にはご迷惑をお掛けしており

ますが、決まりましたらご案内いたします。 

 

〇日臨技関係    

ご存じですか？ 

「日臨技共済制度：感染症罹患共済金制度」 

会員が、業務中・会主催の行事中に「対象となる感

染症」に罹患し、通院・自宅待機、入院、死亡又は後

遺障害を被った場合に共済金が支払われます。対象は、

インフルエンザなどの他、新型コロナウイルス感染症

も含まれます。詳細は日臨技 HPをご確認ください。 

事務局報告 
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         http://www.miyazaki-mt.or.jp 

発 行 者   花牟禮 富美雄 

編集責任者  櫻井 涼子 

＊原稿の申し込みは月末までにお願いします。 
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※自宅待機共済金は、2022年 6月 1日以降に対象とな

る感染症と診断確定された場合に支払対象となります。 

 

                      

                   

日 時： 令和４年６月２２日（木） 19：30～21：00 

場 所： ZOOM会議  出席者 １２名 

報告事項 

 １）会長 

 ＊日臨技定時総会議決権行使お礼・現地出席予定 

 ＊公益目的支出の報告を今月中に県へ行う 

今年度中に終了予定         《承認》      

 ２）事務局 

 ＊令和 4 年度公衆衛生事業功労者表彰（日本公衆衛

生協会長表彰）の推薦について検討する 

 ＊支部学術部長候補者、支部学術部門長候補者及び

支部学術部門候補者の選任について未提出者確認 

 ＊令和 4年度 全国「検査と健康展」の実施について、

企画予算書を組織にて作成提出した 

 ＊厚生功労に係る令和 5 年春の叙勲及び褒章候補者

の推薦について今回はなし、次期検討する 

 ＊令和 4 年度 九州支部内連絡会議の出欠連絡済 

 ＊タスク・シフト/シェアに関する厚生労働大臣指定

講習会 

連絡用携帯電話貸与についてのアンケート 協力

依頼回答済 

 ＊令和 4 年度 全国役員名簿 作成依頼提出した                                       

《承認》 

 ３）会計 

 ＊功労賞表彰・記念品の授与完了    《承認》  

 ４）庶務 

 ＊会員数の動向 2021 年度 508 人、 

2022 年 514 人未入金 2 名 

＊研修会の HP 掲載          《承認》 

５）渉外    

 ＊災害マニュアル作成予定       《承認》  

 ６）組織 

 ＊メーリングリストの確認中（22 名中→9 名のみ返

事あり、再度 13 名に送って 2 名返事あり） 

 ＊役員名簿 HP 掲載済 

 ＊表彰規定の見直し推薦検討 

 ＊全国検査と健康企画書・予算書の作成 

（令和 5 年 1 月 22 日予定）     《承認》 

 ７）学術 

 ＊部門研修会生理部門 7 月に 2 回、8 月に 1 回、 

血液部門 7 月に 1 回 

 ＊第 56 回宮崎県医学検査学会の会誌用の抄録提出

を確認する            《承認》                   

 

審議事項 

 ＊宮崎県臨床検査技師会 LINE 公式アカウントにつ

いて作成向けて取り組む予定 

 ＊会報についても紙ベース以外の配布方法を検討し

ていく予定 

 ＊放射線技師など多職種へ講師料の支払いについて

竹ノ内副会長が素案を作成する 

次回の理事会で検討 

 ＊講師料の振込手数料について各部門の支出にする 

 ＊イオンホール使用料（今年度から発生する見積も

り依頼中） 

 ＊宮臨技会誌の発行時期は 9 月頃を予定 

 ＊宮臨技会誌の内容について全国検査と健康（中央

会場）、宮崎県医療功労賞知事表彰受賞者の言葉

（表彰式が終わっていないので来年度）、公衆衛生

事業功労者表彰受賞者の言葉、総会の議案書、第

56 回宮崎県医学検査学会の会誌用の抄録、写真は

カラー 

 ＊宮臨技会誌の印刷会社検討する 

 ＊宮崎県医師会精度管理申請を日臨技に行う   

→ファイルを竹ノ内副会長へ申し送る 

 ＊宮崎県臨床検査技師会精度管理を日臨技へ申請す

る→ファイルを竹ノ内副会長へ申し送る 

 ＊宮臨技セミナー日程、講師についてはどなたでも

良い→ファイルを竹ノ内副会長へ申し送る 

 ＊宮臨技セミナーWeb と現地のハイブリッドを検討、

会場検討 

 ＊タスク・シフト/シェア講習会の日程調整を行う 

（8 月～10 月初旬で予定） 

 ＊パソコン購入（デスクトップ 1 台、ノートパソコ

ン 2 台）について→寺原副会長が調べてみる 

 ＊事務所の休暇処理簿、出勤表の確認、櫻井事務局

次長が行った 

 ＊厚生功労に係る令和 5 年春の叙勲及び褒章候補者

の推薦について今回はなし、次期検討する 

 ＊役員就任挨拶状について→メールで確認する 

 ＊学術の運営などのアンケート→グーグルフォーム

で行う予定 

2022 年度 第３回常務理事会 



 ＊ウェビナーについて卒後セミナーなどの時のみ月

単位で契約する（学術がクレジットカード管理） 

 ＊役員業務記録検討次回へ持ち越し   《承認》 

  

次回 令和 4 年度第 4 回理事会   

   日 程：7 月 13 日（水）19：30～  

 会 場：ZOOM 会議 

                      

 

                                          

 

                                

  

【日 時】令和４年８月６日（土）13:30～17:00 

【会 場】ハイブリッド形式（現地+web） 

◎申込、視聴方法は別紙参照 

【内 容】輸血安全・医療安全とガバナンス 

※詳細は宮臨技ホームページを参照 

 

 

 

【日 時】令和４年７月２０日（水）19：00～20：00 

【会 場】Web 開催（申込方法は別紙参照） 

【内 容】『脳波のきほん４ 

～正常脳波（睡眠含む）～ 』 

       講師：八木 和広 技師 

※詳細は宮臨技ホームページを参照 

 

 

 

【日 時】令和４年８月３日（水）19：00～20：00 

【会 場】Web 開催（申込方法は別紙参照） 

【内 容】『脳波のきほん５ ～アーチファクト～ 』 

       講師：八木 和広 技師 

※詳細は宮臨技ホームページを参照       

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

●求人先：潤和会記念病院 

所 在 地：宮崎市大字小松１１１９ 

採用条件：臨床検査技師  嘱託職員 １名 

勤務時間：① 8：30 ～ 17：30 

    ② 8：00 ～ 17：00 

業務内容：検査業務全般  

そ の 他：詳細は同病院ＨＰ参照 

問合せ先：TEL：0985－47－3744  

 

求人募集 
＊募集を停止されている施設は 

速やかにご連絡ください。 

 

 

 

●求人先：JCHO 宮崎江南病院 

所 在 地：宮崎市大坪西 1－2－1 

採用条件：①任期付臨床検査技師  1名 

     ②非常勤臨床検査技師  1名 

雇用期間：①採用日～R5 年 4 月 26 日（予定） 

※育児休業代替のため 

     ②採用日～R5 年 3 月 31 日（毎年更新） 

      ※基本的に継続更新 

勤務時間：①平 日 8：30 ～ 17：15 

     ②平 日 8：30 ～ 15：30（6 時間） 

      ※応相談（12：30 までの 4 時間でも可） 

業務内容：検査業務全般  

そ の 他：詳細は同病院ＨＰ参照  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

輸血シンポジウム 2022 in 九州 

 勉強会等のお知らせ 

●求人先：株式会社オファサポート 

所 在 地：宮崎市島之内３５３５－２ 

採用条件：臨床検査技師  正社員 １名 

勤務時間： 9：00 ～ 18：00 

     週休二日制、時間外労働なし 

業務内容：コロナウイルス PCR検査業務  

     宮崎県委託事業 

問合せ先：TEL：0985－71－0006(人事部 小倉) 

【再掲】第２回臨床生理部門 生涯教育研修会 

【再掲】第３回臨床生理部門 生涯教育研修会 


